
「平和と正義のための０４春闘」をスローガンと

するＭＩＣの春闘は、３月１８日、東京中央区・労

働スクエアに４５０人が参加して「決起集会」を開

き、本格的なスタートを切った。

夕方の集会は東京都から全員契約制への雇用変更

を迫られて闘っている東京都交響楽団のメンバーに

よる演奏で始まった。開会のあいさつで明珍議長

(新聞労連委員長)は「弱者が犠牲となる戦争を無く

していきたい。春闘を『春討』に変えるというのが

日本経団連の主張だが、ＭＩＣは俊敏にたたかう

『俊闘』にしていきたい」と訴えた。

ＭＩＣ内で争議をたたかう争議団が紹介されたあ

と、政治風刺のコント集団「ニュースペーパー」が

小泉首相や迷彩服の自衛隊員に扮し、絶妙の演技で

場内に大爆笑を巻き起こした。続いて在日コリアン

３世の辛淑玉（シン・スゴ）さんが「あきらめ、見

放し、満足のなれの果て」と題し、ナショナリズム

の強まる日本の現状に警鐘をならすとともに、自ら

の豊富な体験をもとに「ジャーナリズムと労働組合

は社会の貴重な資源だ。大切に守っていってほしい」

と激励した。

このあと集会決議を採択、最後に井戸事務局長

(民放労連書記長)が「ファシズムは黒やカーキ色の

服を着てやってくるとは限らない」とメディアの責

任を強調し、この春闘を自衛隊イラク派兵反対を中

心課題としてたたかい抜こうと行動を提起し、集会

を閉じた。

なお当日は昼休みにも神田神保町の錦華公園から

九段下まで、２００名の組合員がイラクからの自衛

隊撤退を訴えてデモ行進した。

氷雨そぼ降る街。「暑さ寒さも彼岸まで」のはず

なのに、東京の予報は「雨または“雪”」。電光掲

示版に示された気温は４度。東京では大雨にも関わ

らず、芝公園（３万人）、日比谷公園内で３箇所

（３万人）の集会が開催された。

芝公園では、集会で発言に立った多くの人々が、

この雨を、大義なき戦争のため無益に流された、イ

ラク市民の涙に例えていたのが印象的で、集会参加

◆３.１８春闘決起集会

◆雨のあとには晴れが来る～３・２０行動報告



者の言葉を借りれば、「雨のあとには晴れが来る」。

１年前の戦争開始午前１１時３３分のカウントダ

ウンと共に、芝公園に集まった人々が思い思いにコー

ルし、タンバリンやラッパ、鈴の音をならした。

日比谷野外大音楽堂ではワールド・ピース・ナウ

のメイン集会が行われ、公園中央に位置する小音楽

堂でも「世界の人々とともに ３．２０平和コンサー

ト in Hibiya」が、陸・海・空・港湾労組２０団

体の主催で行われた。主催者から「イラクの民間人

は１万人以上が犠牲になっている。世界の人と平和

を取り戻すために平和コンサートを成功させよう」

という挨拶でコンサートは始まった。

高校生からの発言もあり、「僕たちは殺したくも

殺されたくもありません」「（僕たちは）何よりも

明日と言う日が保障されています。だらか安心して

布団に入り夢を見ることができます。でもイラクの

子どもたちは違います」と命の尊さを自分なりの表

現で訴えていました。

集会終了後、デモ行進に移り、若者たちが考えた

掛け合いコールが繰り返される中、占領終結・占領

軍撤退を訴え、にぎやかなコールに沿道の注目度も

上々。

ＭＩＣが毎年春と秋に行っている銀座デモが、今

春闘では４月２日に実施された。

デモの出発に先立ち、有楽町マリオン前で約３０

名の組合員がイラクからの自衛隊撤退を訴えての宣

伝行動。市民にＭＩＣで作成したリーフ「自衛隊イ

ラク派兵の真実」を配布。新聞、民放、出版の代表

のアピールのあと、航空労組連絡会の村中副議長も

マイクをとって、戦争をする国への道にストップを

かけるため、ＭＩＣと連帯してたたかうと訴えた。

銀座公園の出発集会では銀座周辺に集中している民

放各社の東京支社組合員で構成する民放労連東京支

部連の有吉さんが司会。最初に明珍議長が主催者あ

いさつをおこなったあと、広告労協の栗原議長が春

闘にかける決意を表明。つづいて近くボランティア

活動のため近くイラクに出発する予定の俳優座の女

優、有馬理恵さんがイラクに平和をと訴えた。

争議団を紹介して激励したあと、４００名の組合

員がデモに出発。銀座を道行く人たちに「戦争反対」

を呼びかけながらデモ行進した。

０４春闘のＭＩＣデモ第三弾として、４月１５日

に神田神保町でのデモが２００名を超えるＭＩＣ組

合員の参加で行われた。この日のデモは国民春闘共

闘が提起していた年金改悪反対の全国行動に呼応し

て設定されたもの。イラクで拘束されている三名の

日本人人質以外に、新たに二人のジャーナリストが

拘束されたとの報がこの前夜に飛び込んだこともあ

り、「人質救出」「自衛隊のイラク撤退」を中心に

訴えての行動となった。

錦華公園での出発集会ではＭＩＣ明珍議長が主催

者あいさつをおこなったあと、民放労連の碓氷委員

長、映演総連の高橋委員長が決意表明。マスコミの

最近のイラク報道のあり方を厳しく批判し、小泉政

権がアメリカ追随の自衛隊派兵を直ちに取りやめる

ことこそが日本のとるべき唯一の道と訴えた。

このあと、デモに出発、年金改悪反対の宣伝行動

を周辺で実施していた出版労連組合員の合流も受け

ながら、昼休み中の神保町界隈を九段下までデモ行

進した。
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ＭＩＣ春の争議支援総行動が４月２３日に東京都

内各所で終日展開された。最近のＭＩＣ内争議の特

徴として、大企業以外でも解雇や不当労働行為によ

る争議が多発していることがあげられる。このため

この日の行動は東京の西北部に位置する板橋区で始

まり、都心部に戻った後、杉並から中野に移るとい

う移動距離の長い取り組みとなったが、設定された

九カ所で参加者がいずれも百名を超え、各争議団を

大変勇気づけるものとなった。

この日の行動に先立ち、新聞労連ＡＰ通信の塚田

さん解雇争議で、４月２１日に東京地裁から全面勝

利判決をかちとり、解雇無効と賃金支払いが命じら

れたことが報じられ、幸先のいいスタートとなった。

行動の最初は板橋区志村坂上にある凸版製本。あ

いかわらずたたかう少数組合への差別を繰り返す凸

版資本に対して怒りの声をあげたあと、６０歳定年

延長が義務付けられた際に賃金を４割も減額した協

和出版販売へ。都労委の審問で会社が莫大な利益を

上げ続けていることや都心に２０億円ものビルを購

入していたことが判明したと聞いて、参加者もびっ

くり。年金が切り下げられ、支給開始も６０歳以降

に遅らせる改悪が進行する中、６０歳到達以前でさ

え厳しい差別を持ち込む協和出版のやり方は到底許

せるものではない。

都営三田線で神田神保町に出て、電算労の東和シ

ステムへ。ここを解雇された毛塚さんは、解雇後も

従来と同じ発注元の仕事を続けているという不思議

な話に参加者はまたも驚きの声。あきらかに労働組

合書記長としての毛塚さんの活動を嫌悪した解雇と

しか理解のしようがない。

昼休みは銀座の松竹本社へ。４年前に「必ず新撮

影所を２年後をめどにつくる」と約束して大船撮影

所閉鎖争議を終結させたにもかかわらず、松竹はこ

の約束を反故にし続けている。

次の凸版印刷本社はいつものように社有車を総動

員して、社屋前にずらりと駐車させ、ＭＩＣの宣伝

カーを締め出し、ロープを張り巡らせて無言のガー

ドマンが申し入れの代表団を一歩も構内に入れない

という対応。訪問するお客さんはどう思うのだろう

かと不思議だが、さらに不思議なことには訪れる人

がいつもほとんどいない。

凸版と同じく組合員差別とたたかう全印総連の日

新社は、小学校前にあるためハンドマイクでの集会。

都労委での審問が大詰めを迎えている。

さらに社長の悪口を言ったというだけで解雇され、

全印総連に個人加盟してたたかうスギタ（現・飯田
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橋プランニング）へ。提訴中の東京地裁では解雇理

由をさまざまに捏造してきており、岩波新書「ルポ・

解雇」で島本慈子さんが指摘しているとおりの不当

解雇をした会社共通のやり口。

◆九州地連が「第２回ＭＩＣ福岡総行動」実施

春闘前段闘争として毎年行われている福岡総行動

が３月７日、福岡市で開催された。「いのち・くら

し・平和を守ろう、イラクへの自衛隊派兵反対、有

事法制阻止、大幅賃上げでデフレ不況克服、視聴者・

読者のためのメデイア確立を…国民のための地上デ

ジタル放送見直しを」をスローガンに、新聞労連九

州地連内各単組や東京地連の仲間、民放労連九州地

連などマスコミで働く約１５０人の仲間が集結した。

九州一の繁華街天神地区をデモ行進し、雇用確保、

ベア獲得、自衛隊派兵反対などを道行く市民に訴え

た。航空労組連絡会、福岡市職労の仲間も駆けつけ

連帯を深めた。

荻窪に移動して、契約期間満了を理由に「派遣」

を打ち切られて解雇された加藤さんがたたかいを続

ける一橋出版＝マイスタッフへ。同じオーナーが派

遣会社をでっちあげ、親会社も役員も参加しての面

接（派遣法違反）をおこなったうえで採用しておき

ながら、「派遣」終了は通らない。

最後は中野のジャパンヴィスティックへ。ここも

不当解雇された松本さんが一人で解雇撤回をたたか

う。東京土建の中野支部からも連帯のあいさつがあ

り、地域での松本さんのがんばりが参加者にも伝わっ

てくる。

この日の行動は中野駅前で自衛隊イラク派兵反対

を訴える宣伝行動で締めくくり。いつものマリオン

前での冷たい反応と違い、リーフの受け取り率もよ

く、激励の掛け声を通行の市民から受けて感激する

組合員も。３０分ほどで持参した千枚近くのリーフ

をまききった。

雨模様だった昼間の蒸し暑さが一転して夕方には

冷たい風が吹くようになったが、３０名以上の組合

員が終了後の交流会に参加して、丸一日の労をねぎ

らいあった。

決起集会では参加者による春闘勝利に向けての決

意表明などの後、石村善治・福岡大名誉教授が「マ

スコミと憲法と平和」と題して講演。戦争報道とマ

スコミの役割、憲法とのかかわりなどについて学習

した。「生活者の視点で、雇用の確保と賃金の引き

上げを目指し、いのちと暮らしを守ろう。市民とと

もに、平和と民主主義を守る運動に取り組もう」な

どとするアピールを採択し、春闘勝利に向けての連

帯を確認した。

◆京都ＭＩＣが０４春闘決起集会

京都ＭＩＣ０４春闘決起集会が３月２２日、京都

市内で開かれ、６単産１１単組の３７人が参加した。

京都新聞労組は、人員要求に力点を置く異例の春闘
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を報告。出版労連京都地協は、非正規従業員が増え、

正規従業員の置き換えに懸念を示した。京都放送労

組は春夏闘で、現在、ベア、一時金ともゼロ回答だ

が「跳ね返す」、全東映京撮支部は「経営者は映画

村をつぶすつもりだが食い止めたい」と映像文化の

灯を守る決意を表した。日放労からは職場の実情が

報告された。また、音楽家ユニオンの組合員が、映

画「戦場のピアニスト」で流れるテーマ曲「夜想曲

Ｃ♯minor」をピアノ演奏。自衛隊のイラク派兵に

よる報道規制など民主主義の危機的状況と、厳しい

春闘情勢を打ち破る集会アピールを採択、連帯を宣

言した。

長野県の依頼を受けて、昨年の９月２２日から行

われていた安全性についての調査の最終結果が、第

三者の評価報告書と合わせて、今年の２月２９日に

発表されました。

調査は、長野県内の３つの自治体のコンピュータ

ネットワークについて実施され、いくつかの脆弱性

が発見されたとしています（詳細は長野県ホームペー

ジ参照：http://www.pref.nagano.jp/soumu/shicho

son/jyukisys/singikai/keka.htm）。

昨年の１０月２日には「住基ネットに外部から侵

入できた。自治体が管理している個人情報の不正な

入手や、改ざんすることが可能である」と発表。こ

れに対して総務省も侵入実験を行い「住基ネットの

安全性に問題はなかった」と発表していました（１

０月１７日付報道）。この際、総務省は第三者の評

価を受けていませんでした。

今回の長野県の実験で、総務省の設計通りに構築

された住民基本台帳ネットワークに、安全性に関わ

る欠陥が見つかったことは、個人情報保護を謳った

政府の施策に重大な疑問を投げかける結果となりま

した。

調査報告の脆弱性についての内容は以下のとおり

です。

◆調査結果・発見された脆弱性

庁内ＬＡＮへの接続に当たってのユーザ名及びパ

スワードの設定に問題があり、調査用コンピュータ

でネットワークに接続することができた。

また、住民が自由に出入りできる施設のＬＡＮポー

トや出先機関のダイヤルアップルータに接続した調

査用コンピュータでネットワークに接続することが

できた。

既存住基サーバの管理者権限のユーザ名及びパス

ワード設定に問題があり、庁内ＬＡＮに接続した調

査用コンピュータにより管理者権限で正規のユーザ

になりすましてログオンできた。

この際、データベースのユーザ名及びパスワード

設定に問題があったので、データベースの内容を閲

覧することができた。

また、既存住基サーバで使用されているＯＳには

既知の脆弱性が存在しており、庁内ＬＡＮに接続し

た調査用コンピュータにより、この脆弱性を利用し

て管理者権限を奪取した。

また庁内ＷＥＢサーバにもファイル共有の設定に

問題があり、庁内ＬＡＮに接続した調査用コンピュー

タから個人情報を含む重要なデータファイルにアク

セスすることができた。

庁内ＷＥＢサーバが使用しているＯＳには既知の

脆弱性が存在しており、庁内ＬＡＮに接続した調査

用コンピュータにより、この脆弱性を利用して管理

者権限を奪取し庁内ＷＥＢサーバを支配することが

できた。

2004年5月21日 マスコミ文化情報労組会議 No.5

〔住基ネット差止訴訟〕

長野県の侵入実験

最終調査結果が示す

住基ネットの危うさ



◆第三者評価について

さらに、実験の第三者評価を行った伊藤穣一氏は、

｢調査の技術的な要件は論理的に整合性が取れてお

り、非常に高いクオリティを持った調査であった｣

とし、同時に「地方自治体ネットワークにつながる

住基ネットシステムの脆弱性を、公平かつ正確な視

点で指摘している」と述べています。

この問題に対するメディアの報道のあり方につい

ても、「住基ネットシステムの脆弱性に焦点を当て

ずインターネットからの侵入実験の失敗にのみ焦点

をあて、セキュリティ監査のポイントを間違え、長

野県と総務省の対立関係をあおり続けている」と指

摘しています。

長野県は、この脆弱性調査結果を踏まえて、①セ

キュリティ研修の開催、②各自治体のセキュリティ

監査の支援、③より安全なネットワークシステム等

の検討などを、ただちに具体化するとしています。

◆ネットワーク上の処理自体に問題がある

安全性が問われる「住民基本台帳ネットワーク」

を巡る問題点は、システム上の脆弱性にとどまりま

せん。

最近、相次いで起きている専門業者からの個人情

報の流出事件は、個人情報それ自体が価値を持って

いることを証明しているといえます。誰が、何の目

的で違法行為を繰り返すのかが問題です。

商業目的であろうことは推測できますが、それに

とどまらず、政府や権力機関が、国民を管理する意

図を持って、このシステムをコントロールした時、

恐るべき監視社会がつくりあげられる可能性は大い

にあります。

ＭＩＣ女性連絡会では毎年春に学習会を行ってお

り、今年は３月２２日に出版労連で開催されました。

最近マスコミのあり方に対して市民団体などから

は厳しい批判をうけます。そういった声に応えたい

し、また厳しい職場の中で頑張っている方を、批判

でなく応援したい、そして私たちも一緒に頑張りた

いということでＮＨＫエンタープライズエグゼクティ

ブディレクターの池田恵理子さんに講演していただ

きました。池田さんはエイズや慰安婦問題など「没

にされる企画こそ鉱脈」と粘って実現をさせていき

ます。職場で駄目ならＮＧＯで、または海外のメディ

アと提携してと実現のためのあらゆる模索をする姿

に感動しました。「社会をよりよく変えていくため

に志をもって仕事をしている」姿勢に働く女性とし

て逆に励まされ、元気づけられました。

パネルディスカッションでは民放労連からディレ

クターの神内美香子さんが「ものづくりが消えてい

る。番組をつくっているのは子会社、委託、派遣。

誰が番組をつくっているのかわからない」と産業の

空洞化の様子を伝えました。また新聞労連委員長明

珍美紀さんからは「市民集会では批判もされるが期

待の裏返し。批判がなくなったらおわりだと思って

いる。新聞研究活動などで自分たちの記事を批判し

て内側から変えていく運動も行っている」との報告

も伝えられました。「誰が何のために何を伝えるか」

を意識することがマスコミ、文化産業に働く私たち

の課題と感じました。当日は学生の方も含め３０人

が参加。もっと聞きたいとの声もあり、次回に生か

していきたいと思います。
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＜ＭＩＣ女性連絡会 春の学習会＞

メディアの職場から
メディアのあり方を問う

【今後の予定】

6月 3日（木）13：00～ 全国労働委員会民主化

対策会議総会

全労連会館ホール

6月 9日（水）13：30～ 広報委員会

6月12日（土）13：00～ 時短労災委員会学習会

6月23日（水）10：30～ 中労委対策会議 ＭＩＣ

15：00～ 幹事会

17：30～ ＪＣＪ・ＭＩＣ懇談会


